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平和ガイドの会NPO法人化へ 旧センターの壕模型移転完了
 の各分野の研究者よりガイドとして必要な知識

　　　　　　南風原平和ガイドの会　　藤原　政勝  を学んでもらう講座の開催。  １月より懸案であった、旧文化センターの陸軍病

 『南風原平和ガイドの会』の役員会が３月１２日に  沖縄そば､島とうふ､黒砂糖作り等の知識は､町  院壕の模型の移転が終了しました。

 開催されて､活動方針について話し合われました  内の経験者や技術者を講師として､行う講座の  　１月１９日に壕の模型の解体を終わり、２０号壕

　昨年、総会で承認された南風原町総合ガイドに  開催。  出口前広場に保管をしていたが、２月２４日に赤

 ついての取り組みを話し合う中、活動の内容から  ④ 字マップの調査と出版事業  嶺敏昭さん、安仁屋真孝さん、比嘉武二さん、

 してNPOの法人化として組織化する事が望ましい   町内案内の為の資料として、各字の歴史や文  藤原政勝さん､そして上地さんを始めとする文化

 との結論になり､２１年度の法人化へ向けて取り組  化､産業､ またそこに住んでいる人しか知り得な  センターのメンバーに､重機のオペレーターが加

 むこ事となりました。  いような詳細情報などを、高齢者や住民から聞  わって基礎の鋼管杭埋め込み､木枠の組立、壕

 活動計画として  き取りをし、その特色を調査しまとめた 『 しま知  の壁面FRPの取付と行いました。 また２０日の水

 ① 南風原地域おこしガイド事業 　るマップ（仮）』 を発刊する。  曜日は文化センターが休館なので 、センターの

　 県内外から訪れる方々及び中高生の修学旅行  など多くのガイド事業を取り組んでいく上では、  全職員が参加し、ガイドの皆さんもそしてユース

 を対象として、町の史跡である ｢沖縄陸軍病院壕  最初に述べたようにNPO法人としての移行が必  の学生さんも応援をしていただき、 ２０日間で壕

 群｣ を軸に黄金森を散策し、自然と戦跡を学ぶ 『  要と判断をし、 法人化にむけて取り組んでいき  の全体が出来あがりました。

 南風原自然と平和学習ガイド』 「南風原文化セン  ます。  その取り組みの工程を下記のとおり、役  大城逸子さん､大城律子さんより天婦羅やゆし豆

 タｰ」 の館内を説明する南風原・沖縄の歴史、民  員会で取り決めました。  腐の差し入れがあり､３月の第２週あたりから見学

 俗､平和を学ぶ 『目で見、耳で聞く追体験学習ガ  ※ NPO法人南風原平和ガイドの会が実施する  者のみなさんに見ていただいています。

 イド』等など､いろいろな企画を主体に据えた生活      総合ガイドに加入しても、壕や史跡など従来

 と歴史そして平和の体験型学習を､ガイドさんと共 　　 通り、 自分の得意とする分野だけのガイドを 　　　　　　　　　　　　壕内部の

 に住民にも案内人として参加してもらうガイド活動      行ってもらう事ができます。 　 　　　　　　　　　　　　展示状態

 ② はえばるやってみよう体験事業 　4月中旬までに　はがきにて会員に確認

 県外から訪れる中高生の修学旅行や県内の小中 　5月中旬までに　総会の開催

 学生を対象に､南風原文化センターを拠点に『沖 　5月下旬までに　申請書提出

 縄そば作り』､『島とうふ作り』季節限定の『黒砂糖  皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

 作り』沖縄の文化と芸能を体験してもらう『琉球舞

 踊』、『琉球三線』、南風原町の特産『絣織体験と

 小物作り』 等など、多くの南風原町内の住民、企

 業、農家の参加協力を得て行う体験指導活動。

 ③ ガイド及び体験事業指導者養成の為の講座

　　 事業。

 多くの住民や現在活動しているガイドさんに呼び

 かけ歴史学や民俗学、考古学、地理学、農学等
　　　　　基礎杭の打込み　　　　　　　木枠にFRP壁を取り付け　　　　　　　　完成外観

連載『閃光の中で』
 ■五月、大城見習士官を長として開設した玉城 　■六月十九日、病院を解散し各個で戦闘を継

　  村在の糸数分室へ増援のために西平守正中 　　 続すべしという命令によりてそれぞれ伍を組

沖縄陸軍病院の証言 　  尉以下衛生兵が派遣された。 　　 み壕から脱出した。

 ■五月二十日、軍命により病院は南風原より南 　■六月二十三日、牛島軍司令官、長参謀長は

沖縄陸軍病院の編成と戦況推移(後編) 　 部への移動の準備を始め､二十四日にかけて 　　 摩文仁八十八高地にて自決す。

薬剤中尉　 平 岡  浩 　 各科とも移動を始める。         沖縄陸軍病院の証言　終　（安仁屋真孝編集員）

 ■五月二十五日、宮城中尉、玉城中尉以下の

 ■昭和二十年三月二十八日 各科各病棟はそれ 　　残留隊は持てるだけの衛生資材を持って､南

 　ぞれ壕内に移動し、診療と壕堀りを継続した。 　　風原を後にして本隊に追及す。

 ■三月二十九日  夜､師範女子部及び一高女生  ■五月下旬、 南部に下がった各科各病棟はそ

 　徒の卒業式を三角兵舎にて挙行した。 　　れぞれ次の自然壕に入った。

 ■四月一日    米軍は沖縄本島の北谷桑江一帯 　　　本部……………山城の壕

　 に上陸し、本島内で地上戦が始まり、戦傷患者 　　　第一外科……・・伊原の壕

　 が続々病院に後送されてきた。 　　　第二外科……・・糸洲の壕

 　戦傷者の増加に伴い内科、 伝染病科を廃止し 　　　第三外科……・・伊原の壕

　 診療科を次の如く編成した。  ■六月十八日、午後七時頃､本部壕入り口付近

　　第一外科…・・主任　比嘉堅昌中尉 　　に米軍迫撃砲弾が落下し、廣池院長､佐々木

　　第二外科…・・主任　目源逸大尉 　　大尉、下士官、衛生兵、学生等多数が戦死し　

　　第三外科…・・主任　鶴田基行中尉 　　また、戦傷を受けた。

　 第三外科主任であった嘉手川軍医は、これより 　　病院長は佐藤少佐、  西平中尉により大腿部

　 先に他部隊へ転属す。 　　の切断手術を受けたが、翌日戦死。

『閃光の中で』の挿絵から抜粋
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先月までは特集を組んでおり、お客様よりいただいた御意見を掲載するこどができませんでした。

今月と来月は、今までハガキや手紙でいただいた御意見を、まとめて掲載いたします。有難うございました。

これからも皆様の貴重な御意見をアンケートやお手紙でお聞かせください、多くの人々で共有し壕の運営の一助にさせていただきます。

　　　南風原陸軍病院の見学に訪れて  あまりの狭さに圧迫感を感じた。壕を支えるため  　　　お世話になっております

　　　　　　　　　　　　　静岡県　　　鈴木　澪  の支柱の焼け跡も生々しく､しゃがんで上を見る 　　　　　　　　　　　内藤兼也　　2008年12月4日

　 私は､見学の第一陣に参加した。新聞やテレビ  ると､焼けこげた痕も天井に見えていた。 　 先日、南風原の沖縄陸軍病院壕を見学させて

 の取材班が押し寄せる中､見学は始まった。湿度 　 陸軍病院だったときのことを想像してみた｡  ていただいた、埼玉県の内藤と申します。

 の高い壕内では、ガイドさんや取材班の方を含め  ここに寝台があって、この寝台に 「ベン上等兵」 　  沖縄戦を語る際、必ず触れられる南風原の壕

 十数名が入壕した。  小雨の降る正午の壕内は、  がいて､だからここに通路があって、そしてここに  を見学できましたことは、 これまでの沖縄の戦跡

 湿気と初夏の気温で､ジメジメとした空気が漂って  は手術台があって・・・・。映画で観るのとは全然  を多く訪ねてきた私にとりまして、 戦争の悲劇さ

 いた。　六十三年前に、この場所は溢れるほどの  違った｡  通路はあまりにも狭すぎ､手術台もそう  平和の大切さについて、 より深く考えるきっかけ

 けが人と､その看護をする女学生と医師でうめ尽く  だ。   ひめゆり学徒の休憩場所は、手術台のそ  となりました。

 されていた。  ばと言っていいくらいだった。 　 戦争体験のない人、 また沖縄在住でない人は

 沖縄の梅雨の時期は物凄い湿度と気温に見舞わ  あらためて､自分の想像の甘さが感じられた。  話で聞くことはあっても、沖縄で過去に実際にあ

 れる。ありとあらゆる ｢悪臭」 が漂う壕内の環境は､ 　 そして､「姜」 という文字を残した人は､私の想  ったこととして、地上戦の恐ろしさを理解しづらい

 想像を絶するものであっただろう。  像の中で､必死に自分の痕跡を残そうするように  ことも多く､自分の眼で見ることのできるこのような

 現在は何もない壕内だが､当時は１８０センチほど  天井を刻んでいた。  南部撤退の際には歩けな  戦跡は、 是非とも未来に渡って大切に保存して

 の幅の通路に､９０センチほどの二段ベットが設け  い患者に､青酸カリ入りのミルクが配られたと聞く  いかなければならないものだと思います。

 られていた。  彼はきっと生きて故郷に還れない自分を思った 　 しかしながら、私のような見学者が増えることに

  暗く、悪臭の漂う壕内で死を目前にした兵隊達｡  のだった。  よって、却って保存状態を悪化させてしまうことも

 どんな気持ちで暗い天井を眺めていたのだろうか  　だから、人生最後の場所に自分が生きていた  あると考えますと、見学させていただきながら､大

 戦争で死ぬために生まれたわけじゃない、こんな  証を残しておきたかったんじゃないか、そう思え  変恐縮し、申し訳ない気持ちになります。

 ことをするために 、学生になったわけじゃない。  てならなかった。  　保存と公開を両立していくことはとても難しいこ

 そう思う余裕すらない状況に直面した人々が、た  目に映るその文字が､だんだん薄くなってきてい  とですが、何とか当時のまま状態が維持できるよ

 った６３年前この場所に居た。  る・・・・。見学できるようにするということは風化を  うに祈るばかりです。

　 その場所で当時のことを思い、学習をすること。  加速させるということだが､それを見た物が背負う 　 ありがとうございました。

 これは彼らの方々のことを 「かわいそうだ」 と思う  責任の大きさを感じた。その文字が見えなくなっ

 ためではないと、改めて思った。  たとき、そこに　ソレがあったことを、見た人間は 　　　　ありがとうございました

 　人を人で無くし命の尊さをも見失ってしまう戦争  見たときの感覚を丁寧に伝えることでしか、継承 　　　　　　　　　　　　中尾　　　　2009年2月2日

 を､二度と起こさないためにどうしたらいいのか。  できないのではないだろうか。 　 ２年ほど前、 旧文化センターを見学させてもら

 たくさんの尊い命の犠牲の上に生きる自分達は、  　写真だけでは、壕の中にあったそれを感覚的  いましたが、戦争の時の物だけではなく､南風原

 彼らのことを伝え、平和とは何なのかということを、  に伝えることはできない。  の歴史､風習､民俗の展示も実に充実していてか

 考えて行動していかなければならないのだと思う｡ 　 ２０号壕を訪問後、以上のように自分の体験を  なり勉強になりましたし、おもしろかったです。

  暖かい布団の中で眠り、暖かで満足な量の食事  まとめてはいましたが、あらためて振り返って、  新しい文化センターにも、同じ展示を残してほし

 を摂り、空から降ってくるのは、爆弾でも血の雨で  ２０号壕は現代を生きる人間が　「継承すべき何  いと思っています。お願いします。旧文化センタ

 もなく、雨や雪。  か」　を受け取る場所だということを感じています  ーの細かい展示物も捨てないで欲しいです。

  そして大切な人が生きている、これだけでも幸せ  　２０号壕に携わる方々、毎日ご苦労様ですが、 　南風原壕群２０号壕ですが、実際の現場を見る

 であるということが、実感できた時間だった。  これからも大切なことを訪れる人に伝えてくださ  と、日本にも､実際に学校でも習わなかった史実

   多くを望み､欲求を満たすことが幸せではなく、  い。　私も北海道で多くの人に伝えていきます。  があったのだとショックを感じました。

 「普通の生活」　ができることが、幸せであると強く  戦争で亡くなった南風原の方達の死を無駄にし

 思った。  ないためにも壕の紹介は､大変意義のあることと

 彼らが私たちに伝えたいこと。それは 「戦争の悲  思います。

 劇」　だけではなく、幸せと平和とは何なのかであ   たまたま、動画サイトで２０号壕の見学の様子を

 ると思う。  見つけましたが、その動画の状態と私が見た時

 の壕の状態がかなり変わっているのに驚きました

　　　見たものの責任  残念です。

　　　　　　　　　　　　　　北海道　小峰　久希 　 私は台湾で日本語を教えています。授業の時、

　５月３日９時、私は南風原陸軍病院２０号壕入口  台湾の人たちに南風原町や沖縄県内各地であ

 にいた｡１９９９年１月にはじめて沖縄へ来て､南風  った事を伝えています。

 原文化センターを訪れ、黄金森をさまよい歩いて  これも私の使命だと思っています。

 以来、 この日が来るのを待っていた。 　 また、南風原町に行きたいです。

　受付を済ませ､ガイドさんからヘルメットを受け取 　　　　　　　　　　　　　　（翁長まゆみ編集員）

 ったが、最初それは万が一の危険に備えてなの

 だと思った。　でも、それは勘違いだった。 　短　信
 壕内がとても狭くて､普通に立つと頭が当たるため 　壕の管理人さんが代わります。

 だった。 　一年間、頑張っていただいた、深沢 久美さん

 「図面では見ていたけど、こんなに狭かったのか」 　に代わって嘉数聡さんが４月１日より勤務され

  というのが壕に入った第一印象だった。 　ています。　深沢さんご苦労様でした。
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